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第12回『みえの農村風景』写真コンテスト優秀賞作品 「たくさん とれたよ〜！」
（四日市市）伊藤孝司

農業農村整備事業関係予算の確保を要請
亀井利克会長は、去る 8月2日
（火）
、三重県農林

り巻く現状とその課題を説明の後、
①平成 28 年度において、

水産部農業基盤整備課辻森課長、同課国営調整水利班伊

農業の競争力強化と防災減災対策に十分対応できるよう、

藤班長に同行を願い、農業農村整備事業関係予算の確保

速やかに追加的な予算措置を講ずること。②農業農村整

を求め、農林水産省、財務省並びに三重県選出国会議員、

備の安定的・計画的な事業実施のために、平成 29 年度当

進藤金日子参議院議員に対し要請活動を実施しました。

初予算において、地域の要望に十分応えられる予算を確保

当会

することの 2 項目について要請し、その後、議員会館へ出向

農林水産省では印藤整備部長に、財務省では岩元主計
官にそれぞれ時間をとっていただき、三重県の農業農村を取

き、
国会議員に対し同内容の要請をしました。

国 ･ 県の政策 ･ 予算に関しての要請活動
や「 三重県食を担う農業及び農村の活性化
に関する条例 」
に伴う
「 基本計画 」
を踏まえ、
魅力ある農業と活力ある農村を未来につな
げるために本年 3月「 三重県農業農村整備
計画 」
が策定され、
「 地域の特性を生かした
生産基盤の整備 」
、
「 重要度や社会的・経
済的な影響を考慮した生産基盤の整備 」
、

自民党前野幹事長へ要請文を手渡す亀井会長 新政みえ北川幹事長へ要請文を手渡す亀井会長

「 地域内外の多様な人材が地域資源を 維
持・保全し活用していく体制づくり」の 3 つを基本視点とし

平成 28 年 8月29日三重県自由民主党会館において自由

て、限られた予算をより一層効果的・効率的に活用すると

民主党三重県支部連合会に、9月2日三重県議会議事堂に

ともに、計画の実現に向けた主要施策の推進に取り組むこ

おいて新政みえに亀井会長、福岡専務理事、事務局が農業・

ととしています。

農村整備事業の現状や課題についての報告及び、平成 29

とりわけ今後のＴＰＰ協定の展開を見据えつつ、農業の競

年度国・県の政策・予算に関して下記内容の要請を行った。

争力強化に向けて収益性の高い農業を実現するため、生産
性の向上や農地中間管理事業等を活用した担い手への農

【要望事項】

地集積を加速化するうえで必要となる生産基盤を整備してい

我が国の農業は、ＴＰ

く計画的かつ継続的な農業基盤整備予算の確保が重要で

Ｐ協定交渉が 大筋合意

あります。

され、今後その協定の締

また、当地域では南海トラフ地震の発生が危惧されるとと

結が予定されるなか、昨

もに、
台風や局地的豪雨の発生頻度が高まるなど、
災害リスク

年11月に決定された「 総

に対応した農業用ため池や基幹的農業水利施設の保全管

合的なＴＰＰ関連政策大

理と機能強化、地域資源や農村協働力等を活用した防災減

綱」
に沿い、農業の成長

災対策の一層の推進が求められています。

産業化を加速していくこ

このような状況を踏まえていただき、農業農村整備を着実

とが求められる一方で、

に推進するため、
下記事項が実現されよう格段のご高配を賜

農村では 土地持ち非農
家や耕作放棄地の増加、
ため池を含む農業水利
施設等の 老朽化の 進行

りますよう強くお願いします。

農業・農村整備事業の現状や課題につ
いての報告と県の政策・予算に関する要
望を行う亀井会長
上 ･ 自民党、下 ･ 新政みえ

1．三重県食を支える強い農業・農村づくりを継続するため
の予算確保

など、
多くの課題に直面しています。

（1） 用水路のパイプライン化、農地の大区画化・汎用

このような中、国では「 新たな土地改良長期計画（ 案 ）
」
に

化等の基盤整備事業の予算確保

おいて、産業政策としての「 豊かで競争力ある農業 」
、地域政

［農林水産省農村振興局・三重県農林水産部］

策としての「 美しく活力ある農村」
、これらを下支えする「 強く

農業の競争力強化に向けて収益性の高い農業を

てしなやかな農業・農村」
を目指し、各種施策の計画的推進

実現するため、生産性の向上や農地中間管理事業

に向けた検討が行われているところです。
また、
三重県においては、
「みえ県民力ビジョン
・行動計画 」
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等を活用した担い手への農地集積を加速化するうえ

2．安全・安心で安定的な農業を目指すための農業農村整
備事業の創設及び制度拡充
（1） 農業農村整備事業を行う上で担い手への事業費
負担軽減対策への取組
［三重県農林水産部］

農業・農村整備事業の現状や課題についての報告と県の政策・予算に関
する要望を受ける県会議員 左 ･ 自民党、右 ･ 新政みえ

ＴＰＰの大筋合意の結果を踏まえ、農業の競争

で必要となる用水路のパイプライン化、農地の大区

力強化に向けて、担い手への農地集積を着実に進

画化・汎用化等の 基盤整備事業の 予算確保をお

める必要があります。

願いします。

そのためには生産性の向上、高付加価値型農業

それに加えて、それぞれの地域の農業経営や環

を実現する生産基盤の整備を計画的に推進する

境に応じた生産基盤の整備に対応するため、
小規模

必要がありますが、
担い手への事業費負担が大きな

（ 団体営）な事業に必要な予算の確保もお願いし

障害となっています。

ます。

現在、中心経営体農地集積促進事業（ 補助率：

（2） 農村地域防災減災事業の予算確保

国 50％）
の支援制度はありますが、着実な担い手の

［農林水産省農村振興局・三重県農林水産部］

育成、規模拡大に必要となる省力化と高度化のた

三重県においては南海トラフ地震の発生が危惧

めの基盤整備を推進するために、より一層の事業

されるとともに、
近年、
台風や局地的豪雨による災害

費負担軽減対策への取組をお願いします。

も多く発生しています。

（2） ため池整備事業の受益者負担金軽減対策への取組

基幹的農業水利施設の 4 割が耐用年数を越え

［農林水産省農村振興局・三重県農林水産部］

るなど施設の老朽化が進む中で、災害を未然に防

灌漑面積が 0.5ha 以上ある農業用ため池を中心

止するため必要となる施設の機能診断や耐震性点

に県内の約 2,700 のため池において一斉点検調査

検、
被害軽減のため地域住民への危険区域の周知

等がなされ、その結果、各市町で人家や公共施設

や避難路情報などの提供を行うため池ハザードマッ

等に被害を及ぼす恐れのある防災重点ため池が、

プ作成等のソフト事業と、老朽化が進む排水機場・

およそ 540 箇所位置づけられました。

頭首工・ため池等を整備するハード事業の必要な

今後、その結果を踏まえ、ため池整備を計画的

予算確保をお願いします。

に推進する必要がありますが、ため池整備は受益

（3） 土地改良施設整備補修事業（土地改良施設維持

面積に対して事業費が高く、
受益者負担が高額とな

管理適正化事業）の予算確保

ることが多く、必要な事業への取組を見合わせる地

［三重県農林水産部］

区があります。

農業水利施設の老朽化が進む中、適時に適切な

こうしたことから、地域防災に要するため池の整

補修を実施することでライフサイクルコストの低減と

備費用（ 取水施設を除く堤体の補強、洪水を安全

長寿命化を進めることが必要となっています。

に池下に流下させる水路整備）
は、国・県・市町の

そのため、施設管理者が計画的に補修する土地

公共が全額を負担する制度に変更をお願いします。

改良施設整備補修事業（ 土地改良施設維持管理

（3） 土地改良区体制強化事業の拡充

適正化事業 ）
は毎年、予算額以上の要望量がある

［農林水産省農村振興局・三重県農林水産部］

ため、
前年度を上回る予算確保をお願いします。

平成 28 年度に土地改良区体制強化事業が創設

（4） 中山間地域総合整備事業の予算確保

され、土地改良区が将来の在り方を見据え、組織運

［農林水産省農村振興局・三重県農林水産部］

営基盤・事業実施体制の強化を図るため、
「 土地

本県南部地域は中山間地域が多く、インフラ整

改良区体制強化基本計画 」
を作成することになりま

備が遅れ、若者の都会への転出が多く、過疎化が

した。

進む集落が多くあります。

土地改良区は管理する施設の台帳を整備し、維

こうしたなかで、生産基盤の整備はもとより、営農

持管理計画書に基づき施設管理を行うこととなって

飲雑用水等の生活環境の整備を含め総合的に農

いますが、他事業実施等による施設変更に伴う台

村地域のインフラを整備し地域力を高める中山間

帳更新には労力と多額の費用を要することから変

地域総合整備事業の早期完了と新規地区の採択

更できていない土地改良区があります。

に対する要望を多くいただいております。

土地改良区体制強化基本計画を作成する上で、

このため、継続地区については計画工期内に事

基礎となる施設台帳の整備は不可欠となりますの

業が完了するよう必要な予算の確保をお願いすると

で、施設台帳の更新にかかる補助制度の創設をお

ともに、
計画的な事業採択も併せてお願いします。

願いします。
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平成 28年度

～水土里ネットの運営基盤の強化を目的に～

本会亀井会長

開会挨拶

名古屋国税局

土田連絡調整官

（株）日本政策金融公庫農業食品課

津税務署

去る 8月4日（ 木 ）
三重県総合文化センター生涯学習セン

石田担当

吉川上席国税調査官

源泉徴収に関する講義を受けた。

ター内大研修室において、東海農政局、国税局等の担当者

まず、消費税の講義では、公的法人として位置付けられ

を講師に招き、平成 28 年度水土里ネット役職員研修会を

ている土地改良区の消費税について基本的な考え方を説

開催し、水土里ネット役職員及び県・市町の水土里ネット指

明され、その後申告義務の簡易的判定表が提示され、
個々

導担当者121名が受講した。

の項目について具体的な内容の説明があった。この申告義

今回は、土地改良区の組織運営強化並びに関係する税

務は毎年必要で、申告漏れがある場合は加算税や延滞金

等について理解を深めた。

がかかる可能性があるので、その都度収入を十分チェック
し、
申告の有無を確認するように力説された。

まず、
（株）
日本政策金融公庫農業食品課の石田担当よ

引き続き、源泉徴収に関する講義では。源泉徴収制度

り「 土地改良事業における非補助融資について」と題して

の概要として、
意義、
源泉徴収義務者、
源泉徴収の対象とな

講義を受けた。

る所得範囲、納付期限を、その後源泉徴収事務として、給

今回は、農業基盤整備資金の融資を通じた支援として、

与所得の範囲や各種控除における控除対象者の内容と具

再生可能エネルギーである太陽光パネル設置事業、小水力

体的な注意事項を分かりやすく説明された。

発電装置への融資について説明を受けた。
売電収入により

国民の義務である納税であるため、出席者はメモを取り

農家
（ 組合員 ）
の財的負担が軽減されたことが紹介された。 つつ聴講していた。
引き続き、国税局担当者から「 土地改良区における税金
の取扱いについて」
と題して講義を受けた。

午後からは、東海農政局農村計画部土地改良管理課の

前半は名古屋国税局の土田連絡調整官より消費税に関

石田補佐より「 土地改良区に運営基盤強化に向けて」
と題

する講義を、後半は津税務署の吉川上席国税調査官より

して講義を受けた。
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東海農政局農村計画部土地改良管理課

石田補佐

東海農政局農村計画部土地改良管理課

浦井係長

ル、
利用目的の明確ささらに取得した情報データの管理につ

公法人としての性格の強い土地改良区において、全国で

いての説明を受けた。

発生している不祥事件の報告を交え、これらの不詳事を
防止するため土地改良区がどのような運営をすれば良いか

さらに特定個人情報保護法（ 番号法 ）
について、個人情

具体的な取組みを示し、理事会の補助機関として内部統

報保護法との比較、土地改良区が取得した場合の個人番

制委員会を設置することが事故予防には重要であることを

号の取扱いや管理方法についての注意事項を説明された。

説明された。しかし、国より発出された文書以降も不祥事

土地改良区は、日常業務において農地等の組合員個人

が多発しており、再度国より文書が発出され、公的法人であ

の情報を頻繁に扱うので、
受講者はメモを取りつつ、聴講し

る土地改良区として強い意識を徹底することが大切である

ていた。
引き続き、
石田補佐より「 行政不服審査法の一部改正に

と説明された。

ついて」
と題して講義を受けた。

特に理事と監事の牽制機能を十分働かせ、法令の遵守

行政庁に不服を申し立てる制度が制定後 50 年ぶりに抜

に努めることが組織をより有効に運営でき、かつ体制強化

本的な見直しがあり、土地改良区も公権力の行使で見られ

できると力説された。

るものは行政庁として取り扱われ、行政不服審査法が準用
されることとなった。それに伴い土地改良区の通知する様

休憩を挟み、同課の浦井係長より「 個人情報の保護に

式の訂正など注意しなければならない事項について説明を

ついて」
と題して講義を受けた。

受けた。

平成 15 年に個人情報保護法が成立公布され、平成 17
年度には土地改良区での個人情報保護法に関する規程が
施行された。組合員が 5,000人以上での制定が平成 27 年

今回の研修内容について、受講者へアンケートを実施し

度には下限条件が廃止され、土地改良区では規程を制定

たところ、回答を得たアンケートのうち 90％が「 大変参考に

することが必要となった。それに伴い、土地改良区としての

なった」
、
「 参考になった」
と高評価を得て、特に「 土地改良

個人情報とはなにかを 3 つの概念に分けて説明され、個人

区のおける税金の取扱いについて」
、
「 個人情報の保護に

情報の保護の必要性、
個人情報取扱事業者として守るルー

ついて」は関心が高かった。

研修会の様子
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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について
1．はじめに

・土づくり
（ 2 年目に必要な場合のみ）

農地は食料の安定供給にとって不可欠な資源であり、農

【 定額 2.5 万円 /10a 】

業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図って

イ 営農定着（ 再生農地への作物の導入等）

いくことが重要です。

【 定額 2.5 万円 /10a 】

我が国の食料供給力を強化していくためには、ほ場の大

ウ 経営展開（ 試験販売、
実証ほ場の設置・運営等 ）
【 定額 】

区画化や農業用水路のパイプライン化などの生産基盤の整
備はもとより、農地制度の適切な運用を行うとともに、荒廃農

② 施設等の整備への支援

地を再生利用する取組を地方公共団体、農業団体等が一丸

・基盤整備
（ 用排水施設等の整備 ）
、
乾燥調製貯蔵施設、

となって進めていく必要があります。

集出荷貯蔵施設、農業体験施設（ 市民農園等 ）
、農業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金は、荒廃農地を引

用機械・施設の整備【 1 ／ 2 以内 】

き受けて作物生産を再開する農業者や地域協議会（ 市町農

・小規模基盤整備【 定額 2.5 万円 /10a 】

業再生協議会）
、農地中間管理機構等が行う再生作業を支
＜交付金の流れ＞

援する助成事業です。

要領に従い、事業要望のあった農業者等へ地域協議会を通
じて交付しています。
2．事業概要

（市町農業再生協議会）
地域協議会

交付金を県農業再生協議会が基金として管理し、
国の要綱・

実施主体

県農業再生協議会

国（農政局等）

事業期間は平成 21年度から 30 年度末までで、国からの

荒廃農地を引き受けて作物生産を行う農業者、農地中間
管理機構、農業者組織、農業へ参入する法人等が行う荒廃
農地の再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要

取組主体
・農業者
・団体（農地中間
管理機構、農業
者等の組織する
団体）
等

※ ご要望がありましたら、荒廃農地がある市町の農業振興課等へお問
い合わせ下さい。

な施設の整備等を総合的に支援しています。
＜実施主体＞

＜これまでの実績＞

地域協議会（ 農業者等は「 取組主体」
となります）

県内における平成 21年度から 27年度末までの再生実績
は、再生面積で約 21ha、交付金額で約 2800万円（ 補助金

＜事業メニュー＞

ベース）
です。

① 荒廃農地を再生利用する活動への支援

荒廃農地の再生取組としては、鈴鹿市の鈴峰地区におい

ア 再生作業（ 雑草・雑木の除去等）
及び土づくり
（ 肥料、有

て茶生産法人が所有する茶収穫機を活用し大麦若葉生産

機質資材の投入等）

している事例や、南伊勢町で温暖な気候を活かしてネギ生産

・再生作業【 定額 5 万円 /10a 】

に取り組む事例、伊勢市の河口近くで葦原となっていた水田

）
（ 重機を用いて行う場合等【1 ／ 2 以内】
【鈴鹿市】

を再生し水稲の作付を再開している事例等があります。

【南伊勢町】

【伊勢市】

（再生前）

（再生前）

（再生前：一面の葦原）

（再生後：茶収穫機による大麦若葉収穫）

（再生後：青ねぎ植え付け前）

（再生後：田植え後）
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三重の土地改良アラカルト
『青蓮寺用水発電所』の運転開始式が行われました。

左より、吉仲三重県農林水産部長、小平東海農政局次長、岡本伊賀市長、亀井名張市長、
山下青蓮寺用水土地改良区理事長

平成 28 年 8月31日
（ 水）
、東海農政局木曽川水系土地

小水力発電所です。

改良調査管理事務所が、名張市中知山地内の青蓮寺ダム

小水力発電施設は、今後、青蓮寺用水土地改良区によ

の下流の農業水利施設において建設を進めていた国営

り管理され、発電された電力は全量を電力会社に売電さ

施設応急対策事業青蓮寺用水地区の小水力発電所が完

れ、収益は農業水利施設の維持管理に充当されることと

成し、
運転開始式が行われました。

なっています。

この開所式では、
関係者約 40 名が出席し、テープカット
のあと、小平東海農政局次長の挨拶、吉仲三重県農林水 【発電所の概要】
水車型式
： クロスフロー水車（ 2台）
産部長、岡本伊賀市長、亀井名張市長の祝辞、山下青蓮
寺用水土地改良区理事長の謝辞がありました。
青蓮寺用水地区の農業用水は、青蓮寺ダムを水源とし

使用水量

： 最大

0.75m3／s（ 0.10m3／s）

有効落差

： 最大

約 37m

て取水し、農業用水路を経由して受益地に配水されてい

発電機最大出力： 183kW
（ 26kW ）

ます。青蓮寺用水発電所は、
国営施設応急対策事業「 青

年間発電電力量： 約 510MWh
		（年間約140世帯分の使用量に相当）

蓮寺用水地区 」で実施する、ダム取水施設等の施設機
能を保全するための整備の一環として設置されるもので、

※使用水量、
最大出力の
（
月1日～翌年 3月31日）

ダムの取水位と取水施設との落差を利用して発電を行う
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）
内は、
非かんがい期
（10

活動報告 【津村町地区農地・水・環境保全会】 伊勢市
図っています。

津村町地区農地・水・環境保全会の活動を紹介します。
①地域資源の基礎的保全活動

5月には花菱草やルピナス、ポピー、9月にはコスモスやひ
まわり、ホウキ草が咲き誇り、たくさんの見物者が訪れ、期

津村町の約 30 ヘクター

間中は大盛況となっています。

ルの農用地を保全管理して
おり、水路の草刈りや泥上
げ、施設の点検等を行って
います。
平成 27 年度は、今年度
の活動計画となっているた

水路の泥上げ

め池の堤体補修に向けた
点検、
計画策定、
研修を中心とした活動を実施しました。

鮮やかに色付く花菱草 ･ ポピーの花畑

水路の補修

ため池の点検

③施設の長寿命化のための活動

②地域資源の質的向上を図る共同作業

長期にわたり使用し

当保全会は、地元の婦人

てきた農業用水ポンプ

会、老人会、消防団、農家組

の老朽化に伴い、農用

合などで構成されており、

地への水の供給確保

平成 20 年度から遊休農地

が困難となったため、

を活用した花の植栽に取り

ポンプの設備工事を実

組み「 花開道 」という花畑

施しました。

を整備し、景観形成ととも
に 遊休農地の 有効活用を

その結果、農用地へ

鳥害対策用のかかし

の農業用水の 安定供
給が確保され、円滑に
農作業を進めることが

農業用水ポンプ設備工事（前）

可能となりました。
津 村 町地区 農 地・
水・環境保全会では、
この活動を通して地域
との良好な関係づくり
とともに景観の保全に
繋げ、活動を向上させ
ていくことにより、農業

農業用水ポンプ設備工事（後）

が現在から未来へ 継
続していくよう、
更なる取り組みを行っていきます。

花開道一面に咲き誇るルピナス
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活動報告 【御浜地域環境活動組織】 御浜町・紀宝町
御浜地域環境活動組織では、平成 27年度において、以下

の老朽化が進行していることから、御浜地域環境活動組織

のような取組みを致しました。

役員会において、老朽化した施設の整備補修箇所、ポンプ
の更新など、
全地区
（14 地区あり）
のバランスも考慮いただき、

①農地維持活動

整備に至っております。

主な活動としては、農用地・水路・農道の草刈り、水路の
泥上げ、ファームポンドの清掃、農道・水路の補修（ 軽微な
補修は、業務委託ではなく、自主施工して質的向上を図って
います。
）

役員会において検討

ポンプの更新

③その他の活動
地区組合員のみならず、一
般住民もよく利用されている

農道及び農道沿いの草刈り

農道においては、景観をよくす
るため、ひまわり栽培を行いま
した。また、ゴミの不法投棄
を防止するため防護ネット設
置作業も行いました。

堆積物の泥上げ

木の葉や泥などの堆積物除去

ゴミ不法投棄防止ネットを設置

コーティング剤注入

コンクリートによる農道補修

②施設の長寿命化のための活動
足を止め、景観作物をながめる住民

早く農地造成された地区は、40 年以上経ち、農業用施設

多面的機能の維持・発揮活動 第9回 みえのつどい
「水土里創生します、
新たな力とともに！」
が開催されます
中ホールで開催される全体会では、開会挨拶、優秀活動

レセプションルームでは多面的情報コーナーとして、終日、

の表彰及びフォトコンテスト受賞作品紹介の後、基調講演を

フォトコンテストの作品などが展示されます。

行います。

日時：平成 28 年12月17日
（ 土 ） 12：45〜16：00

その後、4 つの分科会に分かれ、パネルディスカッションや

【 開場 12：00 〜 】

ワークショップ等を開催します。

場所：三重県津市一身田上津部田1234
三重県総合文化センター 中ホール他
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施設補修工法の事例紹介

ため池堤体改修
グラウト工

堤体改修に当たっては、ため池として必要な機能及び安全性を有し、かつ、
経済的となる型式を選定しなければなりません。
堤体改修型式には、均一型、ゾーン型（ 傾斜遮水ゾーン型、中心遮水ゾーン型 ）
、表面遮水壁型（ 遮水シート）
、堤体グラウ
ト型等があり、それぞれの特徴は次のとおりです。
今回は、
堤体グラウト型（ 薬液注入 ）
について紹介いたします。
型

式

特

徴

略

均一型

現況堤体の土質とほぼ同質の土質材料で改修する型式で、ゾーン型に比して一般に法
面勾配が緩くなり堤体積が大きくなるので、
堤高が比較的低い場合に適する。

傾斜遮水
ゾーン型

現況堤体の上流側に傾斜した遮水性ゾーンを設け遮水する型式で、堤体盛土材料に
遮水性材料が得られる場合に用いられる一般的な改修型式である。
遮水効果が高く、
現況堤体とのなじみもよい。

中心遮水
ゾーン型

遮水ゾーンを中央に設け遮水する型式で、現況堤体を利用して改修する場合は、傾斜
遮水ゾーン型に比して取扱い土量が多くなることが多い。

図

表面遮水壁型 表面遮水材料には、合成ゴム系シート、合成樹脂系シート等がある。本型式は、遮水性
（ 遮水シート） 材料の入手が困難な場合に適する型式である。
堤体グラウト型

堤体からの漏水経路が明らかな場合に行われる型式である。採用には材料及び施工
方法等について慎重な検討が必要である。

◎堤体グラウト工法（薬液注入）
グラウト工法とは、地中の亀裂、間隙、空洞、あるいは構造物の内部または周辺に、固結剤である注入材料（グラウト）
を注
入する工法で、その目的は主として地盤の止水、
強化あるいは構造物との一体化であり、
下記のような長所、
短所があります。
【長

◎堤体グラウト工法 ( 二重管ストレーナー ) の施工機器配置図

所】

1． 堤体が改修済みで堤体断面はそのままで
止水だけを目的にする場合に適している。
2．漏水量が少なく、且つ漏水経路が明らか
な場合に適している。
3．刃金土の入手が困難な場合に適している。
4．堤頂から小型機械で施工が可能である
ため、
仮設道路は不要である。
5．工期は短く、貯水位に関係なく施工でき
る。また、
気象条件に左右されない。
6．効果を確認しつつ、
施工できる。
【短

所】

1． 異質の材料を注入することで、堤体の安
定上不利になることもある。
2．入念な施工と熟練した技術者が必要で
ある。

薬液注入作業

Ａ液ミキサー原液投入作業
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櫛田上土地改良区（松阪市）

シリーズ

理事長

整備された農地

整備された農地（転作田）

地区の概要

山本 昌彦

揚水機場

今後の土地改良区

本地区は、松阪市の東部に位置し、一級河川櫛田川左岸

用排水の整備（ パイプライン化・開水路整備）
や農道網の

に広がる穀倉地帯、旧櫛田村（山添町、安楽町、山下町、伊

整備により、農作業や農地を集積し優れた担い手（オペレー

賀町、
豊原町）
の約120ha の農地を対象としたものであります。 タ）
の育成・支援を図り、経営規模の拡大や合理化が進めら
受益面積119.7ha、揚水機場を 5 ヶ所とパイプライン化し（ 一

れました。また、水稲・小麦・大豆等の輪作体系により水田

部はオープン水路あり）
、16.7km の用水路、15.9km の排水

の高度利用が進められ、水田農業の低コスト化が実現されま

路、17.8km の道路工、
組合員数181名です。

した。さらに各町内で設立された環境保全会の活動により、

また、この地は江戸時代中期の儒学者の奥田三角の生
みつ

水路、農道等の草刈り、泥上げを通して、地域の農業生産、

か

誕地であります。三角という名の由来は「 盈れば缼くる」の

生活環境への支障が生じないように取り組んでいます。

戒めからで、人との交わりは謙遜が大切で、三角形は四角形

今後の課題は、組合員の高齢化や後継者不足に対して、

の半分にて、それを謙虚な「ものざね（ 物事のもとになるも

営農組合と協力して大規模農家への農地集積や、
担い手
（オ

の）
」
としました。そして、今もこの地の人々は謙虚な方々が多

ペレータ）の育成・支援を図り耕作放棄地の未然防止に努

いように思われます。

めることと、老朽化した施設の補修・更新を土地改良施設
維持管理適正化事業への加入等を行い用水の安定供給を

地区の沿革

通じて、地域の農地や環境の保全活動を行っていくことと組
合員一同考えております。

本事業地域の農地は、水田、畑とも不整形かつ狭小であ
り、農道、用排水路とも未整備で、農業機械の搬出入にも苦
慮するなど営農に支障を来しており、ま
た、維持管理にも多大な労力を要してい
ました。
このような状況から、水田の高度利用
を主体とした農業生産性の向上、農業経
営の合理化を図り、魅力ある農業、健全
かつ安定した都市的農業を確立するた
め、ほ場の大区画化、農道及び用排水
路網の整備などを行う本事業に着手した
ところです。
本土地改良区は、県営担い手育成基
盤整備事業として、平成 8 年10月着工以
来、総事業費 27億 2,510万円を要し、平
成 25 年 3月竣工に至るまで、実に 17年
間かけて完了する事ができました。その
間、希少生物の保全の為、生態系の調
査、希少生物保全の工法等、ほ場整備
が環境を破壊しないよう融和を図るため
時間をかけて進めてきました。

上空から見た地区
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～農村福祉の充実を目指して～

「小さな拠点」一般社団法人ふるさと屋が
誕生（平成28年7月1日）しました。
農山漁村の多面的機能の発揮を柱に、産業政策と地域政

住民と協力し地域

策を車の「 両輪 」
として農業農村政策が進められているとこ

にある資源を活用

ろですが、さて少し視点を変えてこの「 両輪をなす軸 」
とい

した町づくり事業

うもの考えてみますと、
「 地域での暮らしの現状 」
というもの

を行い、もって多

があてはまると思われます。

気町勢和地域に於ける農業・農村の活性化に寄

私たち多気町勢和地域でも多分に漏れず、高齢者世帯や

与することを目的とする。

独居老人の家庭の増加、何時来るとも分からない巨大地震
事業内容

等への不安、増加する獣害による農作物の被害、農家人口
の減少に伴う遊休農地等の増加など将来への不安材料を

1

高齢者の暮らしをサポートする活動

多く抱えています。

2

高齢者の防災対策を図る活動

今、こういった地域での暮らしに目を向けた「 農村福祉 」

3

獣害対策事業

の充実が求められているのではないでしょうか。そこで、私た

4

ちは自分達の手で、多くの地域生活の課題を少しでも解決す

立梅用水の多面的機能を有効利用するための調査と
管理事業

べく、水土里ネット立梅用水や多気町勢和地域資源保全・活

5

用協議会（多面的機能支払 ）
と連携し、一般社団法人ふる

西村彦左衛門生家を活用して、都市住民と地域住民
の交流を図る活動

さと屋を設立し、地域のくらしサポートを中心とした「 小さな

6

地域で生産される農産物のブランド化を図る事業

拠点づくり」活動を始めました。

7

再生可能エネルギーを活用した町づくり事業

営業時間 ･･･月～金曜日 9 時～ 15 時 ※ 土日祝は休み
所在地 ･･･〒519-2211 三重県多気郡多気町丹生1620-3

【事業概要】
団体名･･･ 一般社団法人 ふるさと屋

TEL･･･0598 -49-7077

代表理事 ･･･ 中西 眞喜子

mail･･･info@furusatoya.or.jp

目的 ･･･ 多気町勢和地域に於ける人口減少と高齢化によ

http://furusatoya-taki.com/about/

る農業・農村の衰退の課題を解決するため、
地域
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FAX･･･0598 -49-4828

第

回

開催！
！

メダカを放流する家族連れ

去る 7月23日
（ 土 ）に水土里ネットタケル（ 員弁川用水第

や子供たちが訪れ、
楽しい時間を過ごした。

二土地改良区）
が協賛し、
「自然と子供と楽しもう」
をテーマ

ビオトープ（めだか池 ）
では、子供たちが元気よく泳ぐメダ

に「第13 回めだか祭り」
が、めだかの学校付近で開催され、

カやおたまじゃくしを目で追いつつ、
大きな歓声を上げていた。

地域の親子連れや子供たちで賑わった。

また、会場付近では地元自治会や漁業組合が中心となり

この「めだか祭り」
は、水辺環境対策事業の一環として計

多数のブースが出展され、さらにいろいろな催し物も行われ、

画された「 子供たちの農業・農村体験学習推進事業 」
として、 大いに盛り上げた。
平成16 年 5月に「めだかの学校 」を開校し、地域住民のふ

水土里ネットタケルでは、今後も「めだか祭り」
を開催し、

れあいの場として提供し、事業に対する理解を深めるために

地域活動を支援していくとともに、水土里ネットを地域住民

催されている。

にＰＲしていく予定である。

この日は、天候にも恵まれ、
開場前からたくさんの親子連れ

めだか池を散策する来場者

賑わいを見せるブース
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三重県農道管理協議会
第 26 回通常総会開催

岡本会長挨拶

三重県農道管理協議会（ 会長

岡本 栄伊賀市長 ）
は、

辻森課長挨拶

去る 8月29日（ 月）にメッセウイング・みえ 2Ｆ「 会議室」に
おいて、第26 回通常総会を開催しました。岡本会長挨拶、
三重県農林水産部農業基盤整備課 辻森課長の来賓挨拶
の後、岡本会長を議長に選任し議事に入り、第1号議案「 平
成 27年度事業報告並びに同収支決算について」
、第2 号議
案「 平成 28 年度事業計画、同会費の賦課基準及び徴収方
法並びに同収支予算について」
は原案どおり承認され、第 3
号議案「 役員の補欠選任について」
は、副会長の補欠選任
を行い、この 4月1日より三重県土連の専務理事に就任さ
れました福岡専務理事が選ばれました。

総会審議状況

三重県水土里情報利活用推進協議会（GIS）

和田課長挨拶

辻森課長挨拶

平成 28 年 8月31日三重県総合文化センター内「 男女共同

第 4号議案

その他

参画センター」の特別会議室において第13 回役員会を開催
し、その後セミナー室 C に場所を移し、東海農政局農村振

通常総会に続き、立梅用水土地改良区 事務局長

高

興部 和田地域整備課長、三重県農林水産部 辻森農業基

橋 幸照 様より「 水土里情報システム (GIS) の応用事例紹

盤整備課長を招いて第11回通常総会を開催し下記の議案

介 ( 立梅用水土地改良区 ) 」と題し次の内容を講演いただ

が『 可決 』
されました。

きました。

第1号議案
第2 号議案
第3号議案

平成 27年度事業報告、同収支決算の承認に

Ⅰ．土地改良区が行なう用水管理への応用

ついて

Ⅱ．多面的機能支払制度への応用

平成 28 年度事業計画、同収支予算の承認に

Ⅲ．Google Earth の可視化

ついて

Ⅳ．町づくりへの応用

役員の選任について

( 一般社団法人
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ふるさと屋との連携 )

改良区が管理する分水・放流ゲート等を調査し、
位置・構造・
水位・管理方法などの情報（コメント、写真、管理図 ）
を 1枚

本協議会は、円滑な地図情報及び農地情報の運用・

の PDF にまとめ、水土里情報システムで管理。また、県営立

管理・提供並びに相互利用を促進するため、会員に共

梅用水ストマネ1期事業で定められた用水路の経年変化を

有情報を運用する体制の構築等を推進しています。
具体的には、農地を取巻く多くの情報が、地区役員・

毎年調査（ 定点調査 ）
し、結果もシステムに登録して用水路

改良区の役職員の皆さんの知見により守られ、また、
貴

の劣化状況を管理している。
なお、
水土里情報システムに農地集積、
多面的機能支払制

重な情報が地図や台帳でそれぞれ管理されています。

度（ 農用地、施設、機能診断及び修理履歴等の管理 ）
、町づ

これらを次世代にわかりやすく引き継げるように、水

くりへの応用 [ 小さな拠点づくり
（ 農村福祉の充実 ）
] などの

土里情報システムによる地図と情報の一体化を提案し

多岐にわたる情報をシステム登録し、訪れる人々へ情報提供

ています。

ツールを担っている。

総会の様子

高橋事務局長講演

三重県農業集落排水事業連絡協議会 第26回通常総会開催
三重県農業集落排水事業連絡協議会（ 会長

末松則子

を行い、この 4月1日より、三重県土連の専務理事に就任さ

鈴鹿市長 ）
は、
去る 9月14日
（ 木）
に三重県総合文化センター

れました福岡専務理事が選ばれました。

文化会館棟 2Ｆ「大会議室」
において、第26 回通常総会を
開催しました。
末松会長挨拶、三重県農林水産部農山漁村づくり課 杉
井課長の来賓挨拶の後、
末松会長を議長に選任し議事に入
り、第1号議案「 平成 27年度事業報告並びに同収支決算に
ついて」
、第2 号議案「 平成 28 年度事業計画、同会費の賦
課並びに同収支予算について」
は原案どおり承認され、第3
号議案「 役員の補欠選任について」は、副会長の補欠選任
杉井課長挨拶

総会審議状況

末松会長挨拶
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桑名支部 第 60 回通常総会並びに視察研修
た。その後、平成 28 年 3月に完成した小水力発電所第1号
機の現地視察を行った。参加者には興味深い内容で活発
な質疑応答がされ、
大変有意義な視察研修となった。

通常総会の様子

去る 7月20日
（ 水 ）～ 21日
（ 木）に桑名支部第 60 回通常
総会並びに視察研修を開催し、26 名が参加した。
「長野県梓川土地改良区」 視察の様子

★通常総会

2日目は長野県大町市「
（ 有 ）ライスファーム野口」におい

通常総会は長野県松本市「ホテル翔峰」の会議室におい

て、
活動内容や 6 次産業化への取組みについて視察研修を

て、来賓として桑名農政事務所藤田所長、保田農村基盤室

行った。

長、本会福岡専務理事のご臨席をいただき開催した。議事

長野県で第一号の特定農業生産法人に認定を受けてお

に先立ち加藤支部長を議長に選任し、3 議案が上程され、第

り、農業者の高齢化・後継者不足、機械更新の資金不足等

1号議案、第2 号議案は原案どおり承認され、第3号議案は

により耕作放棄地が増加する中、大型の乾燥調製施設やラ

役員の改選で 2 役員の交代があり承認された。

ジコンヘリを装備し農作業の効率化、個別に所有していたト

議

ラクター等を組織所有にして合理化を図っている。また、兼

案

第1号議案

平成 27年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 28 年度事業計画、同支部会費の基準

業化・高齢化した農家から作業受託し経営規模を拡大し、
地域の高齢者等を臨時作業員として雇用している。管理地
は約 200ha あり、
行政からのアドバイスを受けて、
主要作物で

並びに徴収方法、同収支予算について
第3号議案

あるソバを商品化して「そば処高瀬川」
と直売所を造った。

役員の選任について

冬期の除雪、雪下ろし等、地域共生に向けた地域貢献事業
にも取り組み、そばの試食交流会や児童を対象としてさつま

★視察研修
1日目は長野県松本市「 長野県梓川土地改良区 」におい

いも・とうもろこしの収穫、試食体験等を実施し地域交流を

て、
組合員の負担軽減のための各種事業への取組みと多面

行っている等の説明を受けた。その後、大型乾燥調製施設

的機能支払制度を取り入れた地区住民による施設の維持

やラジコンヘリ等を見学した。活発な質疑応答もされ、大変

管理について視察研修を行った。

有意義な視察研修となった。

受益地は肥沃な米作地帯で梓川よりの農業用水開発の
歴史は古く、各種の事業に取組み頭首工、取水施設等を造
成してきた。老朽化も進み耐用年数を超える施設も増えてき
ているので更新計画を立てている。その更新事業では農業
者に多くの負担が強いられるため、発電事業に取組み売電
収入を維持管理費の一部や更新事業の負担金、積立金に
充てている。また、パイプラインを使用している地区では、加
圧ポンプの電気代や管理人賃金など多くの費用がかかるた
め、水路上に太陽光発電パネルを設置し組合員の負担軽減
を図っている。
また、
多面的機能支払制度は集落ごとに総代が中心となっ
て泥あげや目地補修、植栽等を行っている等の説明を受け

「ライスファーム野口」 視察の様子
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四日市支部 第 59 回通常総会並びに
農業農村整備事業現地研修の報告

三重県土地改良事業団体連合会四日市支部第 59 回通常
総会並びに農業農村整備事業現地視察を、去る 7 月 28 日
（木）～ 29 日
（金）に開催し、36 名が参加した。

農事法人河原林の
視察の様子

総会の様子（服部支部長挨拶）

★総会
総会は服部支部長が議長に選任され、議事は下記の 3 議
案が上程され、第1号議案と第2 号議案が原案どおり承認さ
れ、第3号議案の役員の選任では任期満了に伴う役員改選
では新役員が選任され、平成 31年 3月31日までの任期を務
めていただくことになった。
議

案

第1号議案

平成 27年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 28 年度事業計画、同収支予算について

第3号議案

役員の選任について

★現地研修
1 日目
（7 月 28 日
（木）
）は、京都府亀岡市において農事組
合法人河原林の加藤代表理事より「大区画ほ場整備後の

京都大原土地改良区の
視察の様子

集落営農の取組み」について説明を受けた。元々区画が小
さく離農する農家も年々増加傾向にあった中、国営農地再

事業及び地域農業振興の取組について」
について説明を受

編整備事業による整備を契機に、農家全員の合意形成によ

けた。特に、この大原地区は京都駅から北に 16 キロの中

る集落営農の取組として、町全体の農地の土地利用調整と

山間地域で、年々農地が荒廃してきている中で、農地を守り

ビール会社との二条大麦の契約栽培、特に亀岡が発祥とさ

農業おこし地域おこしのために「 農を核 」
とした観光農村づ

れる「大納言小豆」を栽培し高収益を得ているなどの説明

くりとして、土地改良区が事務局となり農産物直売や遊休農

を受けた。

地の再生活動や観光梅園づくり、獣害対策を担当する「 株
式会社大原アグリビジネス21」
、
地域の環境に配慮した調査、

また、遊休農地を積極的に集積し経営面積の規模拡大、
「大納言小豆」
を使用した和菓子等の販売店を隣接するなど

カントリーウォーク、登山道の整備を担当する「ＮＰＯ法人京

6 次産業化で地域との連携を図られているとの事であった。

都大原里づくり協会（ 非農家組織 ）
」の 3 団体で「 大原里

その後の見学では活発な質疑応答がなされ、有意義な視察

づくりトライアングル」
を組織し、都市住民との交流施設を拠

研修となった。

点とし、積極的な地域づくりへの取組状況や苦労話を紹介
された。その後、活発な意見交換がなされ、有意義な研修と

2日目（ 7月29日（ 金 ）
）の、京都府京都市の京都大原土

なった。

地改良区の宮﨑理事長より「 農村振興総合整備統合補助
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津支部 通常総会並び視察研修

★総

会

エネルギーを利用した特殊な構造で設備費は高いが、耐用

去る7月19日
（火）
に

年数が長くランニングコストがかからなく経済的で地球温暖

津支部の 第59 回通常

化の要因である二酸化炭素が発生しないため、地元要望で

総会を「メッセウィング・

できた施設である。

みえ」
で開催し、来賓と

実際に武儀川から取水してゲートに送り込み、竪型プロペ

して津農林水産事務所

ラ水車を回し、増幅器により揚水機 (φ300 ㎜ ) を回転させ

田中所長、江藤農村

15ｍ高い台地の水田に用水量 (0.16㎥ /s) を揚水送水する

基盤室長、本会福岡専

福岡専務理事

仕組みを説明してもらった。

挨拶

務理事をお迎えした。

猛暑の中、参加者は熱心に説明を聞き、有意義な研修と

総会の 議長に 松森

なった。

支部長を選任し議事に
入り、上程した全議案

2）
（株）和仁農園

は承認された。新支部

長野県、 富山

長に 中勢用水土地改

県に 接する 高山

良区 田村理事長、新
副支部長に 雲出井土

市北部の 山間地
田村新支部長

挨拶

域にある会社で、

地改良区 木下理事長が就任された。

本業は 建設業で
あるが 建設業で

★視察研修

培ったノウハウを

総会終了後、県、市及び土地改良区役職員の 25 名が参加

生かして自立した

し、
岐阜県山県市「 青波揚水機場」
、
高山市上宝町「
（株）
和

地域ブランド農業

和仁代表取締役の説明

仁農園 」
へ 1泊 2日
（7月19日～ 20日）
の視察研修を行った。 に取り組んでいる
1）青波揚水機場

農園である。

岐阜県中央部山間地の青波地域にある施設で武儀川
（一

和仁代表取 締

級河川）
から取水している青波揚水機場を見学した。

役か ら、
「山間過

現地の案内には、この施設を管理されている青波土地改

疎地域の 自立農

良組合の木村組合長と田原さん、山県市産業課の福井係

業」
についてパワー

長、水土里ネットぎふの山田管理監、伊藤主任技師にお世話

ポイントで説明を受

いただいた。

けた。

この揚水機は、昭和 29 〜30 年度に県土木部が施工した

山間過 疎 地域

研修の様子

砂防堰堤から落ちる 6ｍの落差を利用するもので、水力によ

における建設業の役割と農業の役割をうまく連携させて、水

りタービンを回す水車式ポンプである。老朽化で営農に支

稲、飼料用稲（ ＷＣＳ）
の作付、堆肥製造等の取組、また、

障をきたしたため、平成16 ～ 17年度に基盤整備促進事業

農業のＩＣＴ（ 情報通信技術 ）
を利用して管理ソフトやラジコ

により揚水機及び導水路の改修を行った。

ン除草ボートの開発等を手掛けている。また、自立した農業

この揚水機の水力タービン駆動は、電力を消費しない自然

確立に後継者育成や水田経営対策等、将来はトラクター無
人化施工にも挑んでいる。
米作り、堆肥作りにこだわった日本一
の米を作ろうと食味を最優先にした取
組の成果が実り、
米・食味分析鑑定コン
クール等に数々入賞されている。
経営手法も建設業で 培った 工程管
理を導入し、米作りプロジェクトも立ち上
げ、自立した農業をなんとか確立したい
という和仁社長のお話が聞け、参加者に

青波揚水機場内

青波土地改良組合

木村組合長の説明
18

は関心深い研修となった。
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松阪支部 第 59 回通常総会並びに
土地改良関係者研修会

総会の様子

研修会の様子

★総会
三重県土地改良事業団体連合会松阪支部第 59 回通常
総会並びに土地改良関係者研修会が、去る 7月6日
（ 水）
午
前 9 時半より松阪市若葉町の「 松阪商工会議所大ホール」
において（出席者 55 名）
開催した。
総会は竹上支部長の挨拶で始まり、松阪農林事務所
林所長と三重県土地改良事業団体連合会

小

福岡専務理事

から来賓祝辞があり、その後支部長が議長に選任された。
議事は下記の 3 議案が上程され、第1号議案と第2 号議
案が原案どおり承認され、第3号議案では、引き続き現役員

中根主幹による研修

にお願いすると共に欠員となっている評議員に、松阪西黒部
土地改良区の浅井理事長を選任した。
議

案

第1号議案

平成 27年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 28 年度事業計画、同収支予算について

第3号議案

役員の選任について

★研修会
総会終了後、併催の研修会に入り、三重県農林水産部 農
山漁村づくり課 農村環境づくり班

中根主幹より「 小水力

発電について」
、農業法人 せいわの里

北川代表より「六

北川代表による研修

次産業への取組について」
の説明を受けた。
小水力発電については、小水力発電の概要説明があり、引

村らしく輝いていけるよう農村にあるあらゆる資源を総動員

き続き実際に担当した中勢地区の事例紹介として、1. 中勢用

し、地域の歯車の一つとして役割を担い、次世代につなげて

水地区の概要、
2.発電設備の設置、
3. 施設規模の決定、
4. 工

いきたいと抱負を述べ、自身の苦労話を交えてユーモアたっ

事について、5. 法手続き等について自身の経験を交えて説

ぷり話された。

明があった。

出席者は、熱心に聞き入っており、
質疑応答もなされ、
有意

六次産業への取組については、せいわの里の経営概要、

義な研修会となった。

立ち上げにいたった経緯、経営の特徴、新たな事業展開、さ

また、秋にはさらに知識を深めるため視察研修する予定で

らに今後の夢・目標として、20 年先もこの地域が、
農村が、
農

ある。
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伊勢志摩支部 通常総会・視察研修 開催

去る 7月12日
（ 火 ）～ 13日
（ 水 ）に第10 回通常総会及び

にパソコン等のソフト面での更新が必要となってきており、役

視察研修を開催した。

員として組合員に負担を掛けないように経費を生み出すこと
に苦慮していることが説明された。

★総

会

そして、日頃から絶えず点検を行い、早めに故障（ 修理 ）
個

総会は、
車中にて開催した。

所を把握し対処することが負担軽減につながると力説された。

支部長代理をお願いしている辻村副支部長が欠席された

引き続き、宮崎主査より「一乗谷あさくら水の駅 」
の概要の

ため、奥山評議員（ 豊浜土地改良区理事長 ）
に議長をお願

説明を受けた。頭首工より取水した水を利用した三連水車

いした。上程された議案は第1号議案、第2 号議案は原案ど

での粉ひきやビオトープに水を供給している状況の報告を受

おり承認され、第3号議案では支部長に奥山宮川用水土地

けた。特にビオトープを通過させることにより水質の汚濁防止

改良区・豊浜土地改良区理事長が選任された。

を図り、再び河川へ戻し、下流域への環境に配慮している点

議

を力説された。

案

第1号議案

また、ＴＶのＣＭで紹介されたのを契機に来場者が大幅に

平成 27年度事業報告及び 同収支決算に

増加し、
地域が活性化されたことが報告された。

ついて
第2 号議案

質疑応答では、施設の維持管理に関する事項が多く、そ

平成 28 年度事業計画及び同収支予算に

の都度明確な回答を得、
非常に参考となった。

ついて
第3号議案

その後、担当者の説明を受けつつ、頭首工周辺を散策しな

役員の選任について

がら、
頭首工を見学し、
研修は終了した。

★視察研修
視察研修は、当管内の県・町等の担当者及び土地改良区
役職員37名が参加し、足羽川頭首工を取水源とした三連水
車やビオトープを活用し、農業用水での地域の活性化を図っ
ている福井県福井市にある「 道の駅一乗谷あさくら水の駅 」
、
地域の環境保全活動に積極的に参画している滋賀県近江
八幡市にある「びわこ揚水土地改良区」
で実施した。
初日
（ 7月12日）
の「 道の駅一乗谷あさくら水の駅 」では、
足羽川堰堤土地改良区連合の吉川理事長、福井市農村計
画課の宮崎主査、
一乗谷あさくら水の駅の山村副駅長に対応
していただいた。
まず、頭首工管理事務所で吉川理事長より事業概要と取
水した用水を防火・環境用水等の地域用水に利用されてい

足羽川頭首工での現地研修

ることを配布資料に沿って説明された。頭首工は周辺の自然

2日目
（7月13日）
のびわこ揚水土地改良区では、藤井理事

景観に調和するとともに、
社会景観、歴史を反映した景観とな

長、
事務局の川端氏に対応していただいた。

るように整備されており、頭首工自体を管理棟からの遠隔操

藤井理事長から地域の概要、
事業経緯、
土地改良区が行っ

作により日常運転していた。近年、維持管理の面において特

ている維持管理について説明を受けた。
地域では用水を循環かんがいすることにより営農している
が、生活水準の高度化や排水の富栄養化により農村での汚
水化が進んできている。農家にとって便利になってきている
が、
施設の耐用年数が近づき、
個々の問題が生じてきており、
施設の更新を検討しなければならない状況となってきている。
役員として、組合員に極力負担をかけずに更新したいため、日
頃から知恵を絞っているとのことであった。
その後、川端氏により、パワーポイントを用い、21世紀創造
運動として土地改良区が取り組んでいる環境保全活動につ
いて報告を受けた。

研修状況（吉川理事長による説明）
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であった。

土地改良区としては、用水源である西の湖への農業による
負荷流入の低減や水の有効利用の必要性を感じ、組合員へ

説明後、
質疑応答が行われ、
土地改良区が進めていく活動

は節水に対する意識改革を図り、大学や環境団体との連携

に対しての苦労点や活動への負担について意見交換がなさ

も図り、環境学習・農業農村体験を通じて地域住民や子ど

れた。
その後、
担当者随行のもと、
揚水機場内での機器点検や除

もたちへの環境保全の大切さを発信していることが紹介され

塵機運転の様子を見学し、
研修は終了した。

た。特に、土地改良区としては同じ目的を持つ団体と連携を

2 か所とも規模の大きな施設を維持管理している土地改良

密にすることが活動には重要であると力説された。

区であったが、地元で施設を維持管理している土地改良区に

今後、土地改良区として環境にやさしく豊かなふるさとにな

とり有意義な研修となった。

ることを願い、いかに役員を含めた組合員の意識改革や合意
形成に図っていくことを課題として、
活動を進めていくとのこと

研修状況（藤井理事長による説明）

揚水機場（除塵機）での現地研修

支部活動報 告

伊賀・名張支部 第 59 回通常総会並びに
先進地視察研修

三重県土地改良事業団体連合会伊賀・名張支部第59 回

長、農村基盤室農村計画課川部課長、当会本部より福岡専

通常総会並びに先進地視察研修（ 滋賀県・福井県）
を去る

務理事を来賓にお迎えし、山岡副支部長を議長に選任し開

7月26日
（火）
・27日
（ 水）
に開催した。

催した。
議案は、下記 3 議案が上程され第1号、第2 号議案は原案

★総

会

どおり承認された。また、3号議案の役員の選任では、評議
員5 名、監事2 名が選任され、支部長には伊賀町土地改良区

総会は、来賓として伊賀農林事務所農村基盤室松浦室

理事長の山岡耕道氏、副支部長には名張市土地改良区理
事長の高波秀彦氏が選ばれた。
議

案

第1号議案

平成 27年度事業報告、同収支決算について

第2 号議案

平成 28 年度事業計画、同収支予算について

第3号議案

役員の選任について

★視察研修
視察研修は、管内土地改良区役職員、県・市職員42 名が
参加した。
1日目は滋賀県長浜市で、ヤンマーが歩んできた歴史とと
もに、食料生産のさまざまな取り組みやエネルギー交換の仕
組みをわかりやすく紹介された「ヤンマーミュージアム」を見
学した。

総会の様子
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2日目は福井県小浜市で、景観作物のひまわりを緑肥とし
て活用した「ひまわり米」の生産販売、ふるさと納税の商品
化等多面的経営に取り組んでいる生産組織「 宮川グリーン
ネットワーク」を視察した。竹中副理事長より地域全体で宮
川地区の農村環境を保持するための取組み状況や、現在に
至るまでの苦労話等の説明を受けた後、運営方法や経営状
況などの活発な質疑応答が行われた。その後現地にてひま
わり畑を見学し、トラクター
（ 草刈り機付）
による法面排水路
の作業実演、地域交流の場の一環として防草シートにシバザ
クラを植栽した水路等を視察し大変有意義な研修となった。

ヤンマーミュージアム 視察
の様子

宮 川 グ リーン ネット
ワーク 視察の様子

支部活動報 告

水土里ネットみえ東紀州支部第 11回通常総会
開催

去る 8月8日
（ 月）午後 10 時 30 分より「 尾鷲市中央公民
館

上程された議案（ 後記 1）
の第1号議案、第2 号議案、第3

1階視聴覚室」
において第11回通常総会が、全会員の

号議案は原案どおり承認され、
閉会した。

出席のもと開催された。

（ 後記1）
第11回通常総会

総会は支部長である大畑御浜町長の開会の挨拶に始ま
り、来賓を代表して尾鷲農林水産事務所

第1号議案 平成 27年度事業報告・同収支決算について

太田所長より祝

第2 号議案 平成 28 年度事業計画・同収支予算について

辞をいただいた。その後、
三ツ矢憲生衆議院議員と吉川ゆう

第3号議案 役員の選任について

み参議院議員の祝電を披露し、議長に大畑支部長を選出し
議事に入った。

大畑支部長 挨拶

尾鷲農林水産事務所

議案

太田所長
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挨拶

総会の様子

13 回
『みえの農村風景』写真コンテスト
第

1. 目的

みえの農村にスポットをあてた写真を募集して、農業・農村に対する関心を高
めていただき、さらに広報冊子、その他の広報資料にこの写真の活用を目的
として実施します。

2. 応募要項

「 農村地域の風景」
、
「 美しい田んぼ・畑の風景」
、
「 農作業風景」
、
「 農村の歴史と伝統がある祭り
やイベントの様子」
、
「 農業用施設が農業生産活動等に広く利活用されている情景」
、
「 農村公園・
親水公園を中心に地域住民とのふれあいを感じさせる情景」
その他の自然環境の写真。
三重県内で撮影された未発表で版権のないもの及びその予定のないもの。
カラープリントのキャビネ版（ 2L 版可 ）
以上の単写真。
（デジタルカメラ可 ）
・応募は一人 3点以内とします。
・入賞は一人 1点とします。
・作品1点につき応募票を添付のこと。
（ 記入漏れ・応募票のないものは無効とします。
）
・テーマと明らかに逸脱する作品や題材に準じていない作品は審査対象からのぞきます。
・応募作品の使用権は水土里ネットみえ
（三重県土地改良事業団体連合会）
に帰属するものとします。
・応募作品は返却いたしません。
・応募作品は水土里ネットみえの広報写真として活用させていただきますのでネガ等の提示をお願い
することもあります。
・応募用紙にご記入いただきましたデータは、
個人情報保護基本方針に基づき厳重に管理いたします。

3. 審査及び表彰

4. 賞

5. 応募締切
6. 応募方法

審査委員会を設け厳選し、
入賞者については平成 29 年2月中旬ごろ直接本人に通知いたします。
また、
「みえの土地改良」
に掲載いたします。
・ 最優秀賞

1点

副賞 （ 賞金

5 万円）

・ 優秀賞

2点

〃

（ 賞金

2万円）

・ 特別賞

4点

〃

（ 賞金

5千円）

・ 伊勢新聞賞

1点

〃

（ 商品

図書券） 予定

平成 28 年12月9日
（金）
当日消印有効
応募票を作品の裏面に貼り、
下記あてに送付して下さい。
〒514-0006

三重県津市広明町330 番地

三重県土地改良事業団体連合会

7. 主催者

水土里ネットみえ

8. 後援

三重県、
伊勢新聞社

総務部指導情報課

まで

TEL:059-226 -4824

（ ふりがな）

タイトル

応

撮影年月

年

募

（ ふりがな）

票

名

前

住

所

電

話

撮影場所
年

〒

23

月

齢

歳

御 挨 拶
私は、この度の参議院選挙におきまして、当選の栄に浴することが出来
ました。
今後は、土地改良に関係する方々が心を一つにしていただいた結果を胸
に刻み、
皆様のご期待に応えるよう頑張ってまいります。
さて、私は、全国を回り皆様から色々なご意見を伺ってまいりましたが、農政新時代を拓いていく
上で、その基盤となる農地と水利施設の保全と機能の向上に不可欠な予算の確保が必要である
との認識を深くしたところです。
私は、
「 土地改良は日本の命綱 」
であることを強く訴えてまいりました。これからも固い決意の下、
微力ではありますが、
皆様とともに活動してまいる所存であります。
今後とも皆様のご理解とご支援、そしてご指導を賜りますよう心からお願い申し上げます。
結びに、三重県土地改良事業団体連合会の益々の発展と、会員の皆様お一人おひとりのご健勝
とご多幸をお祈り申し上げます。

平成 28 年 8月吉日
都道府県水土里ネット会長会議顧問
参議院議員

進藤金日子

熊本地震義援金のお礼
去る 4月14日に発生しました熊本地震では、熊本県で多く

なっております。

の尊い人命が奪われ、住宅、道路、ライフライン、農地、農業

被災地の 1日も早い復興をお祈りするとともに、ご協力い

用施設等に大きな被害が発生しました。

ただいた皆様に厚く御礼を申し上げます。

被災地に対し、全国土地改良事業団体連合会の音頭で

なお、今回の活動に関しまして当会が得ました個人情報に

全国の水土里ネット関係者から義援金を募ることとなり、水

ついては、
適切に管理させていただきます。

土里ネットみえから 4月22日付けで県内の土地改良区に義
援金を募りましたところ、58 の土地改良区の関係者から総
額 1,359,384円の義援金が集まり、水土里ネットみえから全
国土地改良事業団体連合会に 4 回にわたり送金いたしまし
た。
（ 5月31日、6月9日、6月28日、6月30日）
全国土地改良事業団体連合会におきましては、全国の
2,673 団体から募金総額 59,355,114円が集まり、まず、7月7
日に 58,000 千円が熊本県土地改良事業団体連合会に贈呈
され、残りについても近日中の予定で、熊本県土地改良事業
団体連合会のほうで被災した土地改良区に分配されることと

被災した熊本城
24

本会では、都道府県水土里ネット会長会議顧問の進藤金日子氏をお招きし、農業農村整備事
業の推進等について下記のとおり懇話会を開催します。
1．日 時

平成 28 年11月19日
（ 土 ） 14 時 00 分～

2．会

津市栄町1丁目891番地

場

三重県勤労者福祉会館

会場案内図

※ 車でお越しの方は、県庁駐車場をご利用下さい。
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6 階講堂

平成 28 年度、
「みえの土地改良」の編集委員となりました。よろしくお願いします。

農地防災班の主な担当業務は、
老朽ため池の改修、
排水機場や海岸保全施設の整備などの防災事業と、
自然災害が発生した場合の災害復旧事業などとなっています。そのため、私を含めた班員は、台風の進路予
測や降雨情報のニュースを見るたび、ドキドキしてしまいます。

本年度、県内の農地・農業用施設の被害は、9月19日現在で数件にとどまっていましたが、9月20日に県内
を通過した台風16 号によって新たな被害が発生しました。全体的な被害状況の把握はこれからの調査結果
を待つこととなりますが、
大きな被害が発生していないことを祈っています。

また、4月には熊本県で震度 7 の地震と直後の集中豪雨が発生し、8月には北海道、東北地方に台風が連
続して上陸するなど、全国的には大きな被害が発生しています。当県でも大規模地震やゲリラ豪雨の発生、大
型台風の接近など、
自然災害の発生に対する心配はつきません。

そのために、ハード対策として防災事業を進めているところですが、ため池については、ソフト対策として、
ため池が決壊した場合の浸水範囲や避難経路などを記載したハザードマップの作成と公表を市町が進めて
いますので、危険が迫ったときに「 逃げる」減災対策として、地域の防災訓練等に役立てていただきますよう
お願いします。

農業基盤整備課
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